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Quantum phenomena of carbon nanotube are overviewed. Optical and transport properties of carbon nanotubes can be
understood in terms of electron-photon and electron-phonon interaction. We will discuss the relevance of these interactions
to the quantum properties.
1 µm 程度であり，この大きさ以下のマシンを作ること

1．カーボンナノチューブの紹介

で，生物の細胞組織に直接機能することを目指したナノ

カーボンナノチューブは，炭素だけでできた円筒形の

バイオの世界もナノテクの重要な戦略のひとつである。

物質である。1 本のナノチューブ直径が約 1 nm，長さ

これまで 1 µm 以下の物質として，微粒子または高分

が約 1 µm の大きさであり，人工的に作られた『物質』

子という名前で広く研究がなされてきた。しかしながら，

としては最小のものであろう。遺伝子の DNA と同じ程

それらの物質は原子スケールで構造が明確に定義できず

度の大きさである。

マクロな物性を議論していたと思う。少くても定まった

ナノチューブは，グラファイトの一原子層（グラフェ

ナノ構造をもった物質の物性を明らかにするという研究

ンという）を丸めた構造である。六方格子の模様をどの

は多くなかったはずだ。

ように円筒面に巻き付けるかで，多種の螺旋構造が可能

ナノチューブは，立体構造が明確に定義できるという

である。円筒の直径とともに螺旋度という構造の自由度

点でナノテク材料として顕著である。この立体構造に依

があり，現在では 200 を越える単層ナノチューブの立体

存した，ナノチューブのエキゾチックな物性が観測でき

構造を共鳴ラマン分光，発光分光，操作プローブ顕微鏡

る。ナノチューブはマクロな材料として，また 1 本のナ

（SPM）や透過電子顕微鏡（TEM）で同定するに至って

ノチューブとして，基礎および応用研究が進められてい

いる。

る。ここ 1，2 年の研究の量も質も飛躍的に増加した。

ナノチューブの立体構造に関する紹介は，2000 年に

我々の研究グループの取り組みもその流れの中にある。

書いた解説1）や教科書など2）を参考にしていただきたい。

2．電子の干渉効果とクーロン相互作用

この稿では，ナノチューブの 2000 年以降の我々の研究
の展開をご紹介する。

ナノチューブの量子効果は，電子の波動性によるもの

最近ナノテクという言葉で新聞紙上を賑わしているも

である。量子現象には，電子の集団的な秩序状態を構成

のは多く大変活発である。ナノテクと呼ばれるものは多

する現象（例：超伝導）と，1 つの電子の波動性が境界

く，戸惑うぐらいであろう。代表的なナノテクとは，光

条件によって量子化される現象（例：共鳴トンネル効果）

の波長（1 µm）以下の大きさの素子（または部品）を

に大別されるが，この稿の話は比較的理解しやすい後者

作ることへの技術的挑戦である。一方細胞の大きさも

の方である。低温で電子の波動性が重要な概念となるの
は，大きさとして 1 µm 以下のものである。これ以上の
長さを電子が進むと，フォノンなどの非弾性散乱を受け，
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波動関数の位相に関する情報を失う。一般にナノチュー

分になる。並進ベクトルの大きさは，T ＝!3L／dR で与

ブの長さは，電子波の干渉可能な距離（干渉長）より小

えられる。ここで dR は（n，m）において 2 n＋m と 2 m＋

さいので物質としての性質は量子効果によって支配され

n の最大公約数である。dR は，ナノチューブの解析的な

ているといえる。

表式でしばしばあらわれる整数である。

低温の世界では，フォノンを励起する非弾性散乱が抑

4．グラフェンの電子状態

制される。この場合弾性散乱があっても電子の波動関数
における位相が定義でき，干渉長が 1 µm 以上になり，

ナノチューブの電子状態の母体となっているのが，グ

局在効果などの量子効果が見られる。この物理はメゾス

ラフェン（1 層のグラファイト）の電子状態である。グ

コピック物理であり，多くの半導体界面の研究で深く研

ラフェンの構造は 2 次元六方格子で，単位胞とブリルア

究が行われている。また電子 1 つのクーロン相互作用の

ン領域は，向きがお互いに 90 度回転した六角形である。

大きさが，温度の揺らぎや状態の寿命の不確定性関係か

単位胞には，等価な炭素原子が 2 個（A と B）ある。炭

ら得られるエネルギーより大きい場合には，量子ドット

素原子は，結合の手を 3 つ持つために，いわゆる sp2 の

として単一電子トンネリングにおけるクーロン閉塞，ク

混成軌道をとり，近接の炭素原子とシグマ結合を作り，

ーロン振動などの現象が見られる。ナノチューブの場合

構造の骨格を作る。残った 2 pz 軌道が近接の炭素原子

には，物質の大きさが小さいためこの量子効果が常温で

とパイ結合を作る。結合性と反結合性のパイバンドが価

も見られるのが特徴であり，基礎物性としても興味深い

電子帯と伝導帯になる（文献 1）の Fig. 3 を参照）。
グラフェンのパイバンドは，ほかの物質にない独特の

材料である。

電子状態で（1）フェルミエネルギーがブリルアン領域

3．ナノチューブの量子化条件

の境界（六角形の角）にあり，（2）エネルギーギャップ

円筒形のナノチューブには，量子化を決める 2 つの境

が 0 であり，（3）フェルミエネルギー付近の分散関係や

界条件がある。1 つは円筒の『赤道』を 1 周する周期境

状態密度がそれぞれ k や E に比例する，などの特徴を

界条件である。1 周 1 nm 程度の周期境界条件は離散的

持っている。この特徴は，単位胞には等価な炭素原子が

な波数を与え，電子やフォノンのエネルギーバンドは，

2 個ある対称性による2）。

離散的な波数を量子数とする 1 次元のエネルギーサブバ

ナノチューブの量子状態は，2 次元のグラフェンのパ

ンドに分裂する。もう一つの境界条件は，円筒軸に平行

イバンドを，螺旋度によって決まる方向に『輪切り』に

な方向の並進対称性である。円筒軸に沿ってナノチュー

することで得られる。輪切りの間隔は，半径の逆数であ

ブが十分に長いと考えれば，連続的に波数が存在すると

り，長さ 2 π ／T の線分の集まりになる。Fig. 1 に（6，3）

考えることもできるが，実際のナノチューブの長さはミ

金属ナノチューブの切口の様子を，2 次元ブリルアン領

クロン程度であり，ナノチューブの軸方向にも量子井戸

域中に示した。電子もフォノンもこの量子化された 1 次

として閉じ込められていると考えることもできる。この

元バンドとなり，ナノチューブの量子現象の概念を与え

量子井戸の電子エネルギー準位間隔は数 meV になるこ

る。Fig. 1 で，b1，b2 は 2 次元のグラフェンの逆格子ベ

とから，低温ではナノチューブが量子ドットとして振る

クトルである。また，K1，K2 は，切口の間隔と長さに

舞うことが知られている。

対応し，1 次元ブリルアン領域に関する情報を与える2）。

円筒面を展開した展開図上では，赤道を 1 周するベク

5．共鳴ラマン分光と発光分光

トルは，等価な格子点を結ぶベクトル（カイラルベクト
ルと呼ぶ）となる。カイラルベクトル Ch は，基本格子

円周方向で量子化されたエネルギーサブバンドは，共

―― n，
ベクトル a1，a2 の線形結合で表され，Ch＝na1＋ma2（

鳴ラマン分光と発光分光の実験で観測することができ

m）と 2 つの整数で表すことができる。ナノチューブの

る。実際の光の実験では驚くべきことに，たった 1 本の

直径 dt は，このカイラルベクトルの大きさ L―――｜Ch｜を

ナノチューブからの発光やラマン信号が観測できる。こ

円周率の π で割れば良い。円周方向の離散的な k の間

れは，ナノチューブの 1 次元のエネルギーバンドの上端

隔は，螺旋度によらず半径の逆数になる2）。

と下端（E0 とする）ではエネルギー分散が平らであり，

一方ナノチューブのある原子から出発して，円筒軸上

状態密度がエネルギー E ＝E0 で発散する（1／!E −E0）

に並進移動したときに，螺旋度によらず必ず格子点にぶ

ので強い吸収や発光がおきるからである。この状態密度

つかる。これが 1 次元方向の並進ベクトル T であり，

の発散をファンホーブ特異性（van Hove singularity）と

ナノチューブの基本周期を決める。対応する 1 次元ブリ

呼ぶ。したがって，i 番目の価電子帯の特異的なエネル

ルアン域（波数空間の並進単位）は，長さ 2 π ／T の線

ギーから i 番目の伝導帯の特異的なエネルギー（Eii）
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Fig. 1. Cutting lines of (6,3) metal carbon nanotubes on a
hexagonal two dimensional ( 2D ) Brillouin zone
(BZ). There are 42 cutting lines and the 14 th and 28
th cutting line from Γ point go over K and K’ points,
respectively. b1 and b2 are reciprocal lattice vectors
of the 2 D BZ. K1 and K2 are, respectively, distance
of two cutting lines and the length one dimensional
BZ.

E(k)
E22

E11

k

Fig. 3. (a) Photoluminescence intensity is plotted as a fuction of excitation and emission wavelength . Each
peak corresponds to a single wall carbon nanotube
with a different (n , m ). [Courtesy of Prof. B. Weisman ] ( b ) Resonance Raman intensity of radial
breathing mode (RBM) as a fuction of laser excitation energy (Elaser ) and RBM phonon frequency (inverse of diameter) [Courtesy of Dr. C. Fantini].

Fig. 2. Energy bands of a semiconducting carbon nanotube.
Optical absoption at E22 and emission at E11 energy
separation between two van Hove singular points at
the energy top (or bottom) are shown.

で強い光吸収が期待できる（Fig. 2 参照）。発光はその
逆のプロセスになる。
光の非弾性散乱はラマン散乱であり，特に光吸収（ま

トルが山脈にそびえる山のように区別してあらわれる。

たは発光）のプロセスを伴うラマン散乱を共鳴ラマン分

Fig. 3（a）は 2 番目のエネルギーバンド間（E22）に光

光と呼ぶ。共鳴ラマン分光の強度は非共鳴のラマン分光

励起して，緩和後 1 番目のエネルギーバンド間（E11）

の強度に比べ 1,000 倍ぐらい大きいので，共鳴したシグ

で発光したスペクトル強度を 3 次元的に表示したもので

ナルだけを観測することになる。ナノチューブの立体構

ある3）。それぞれの急峻なピークが立体構造の異なる（n，

造は（n，m）で表すことができるが，それぞれのナノ

m）に対応する。

チューブのファンホーブ特異点間のエネルギー差 Eii

発光分光の場合，ナノチューブはエネルギーギャップ

は，指紋のように（n，m）で異るので励起レーザ光の

のある半導体ナノチューブだけ観測できる。金属ナノチ

エネルギーに対し共鳴するものは限定される。Eii をナ

ューブは，無輻射で緩和するので発光は観測されない。

ノチューブの直径 dt の関数としてプロット（片浦プロ

E11 や E22 のエネルギーは，（n，m）の n と m に対し

ット）したものが，共鳴条件にある（n，m）がどれで

て 2 n＋m の値が一定のものが，星座のように並んで観

あるかを判定するのに便利でしばしば用いられる。

測される。これを

family pattern （族模様）と呼ぶ。

現在作成されているナノチューブはいろいろな（n，

2 n＋m が一定のものは，ナノチューブの半径がほぼ一

m）の混ざった混合物であるが，光吸収や発光のスペク

定であるので同じようなエネルギーにあらわれることに
45
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よる。したがって，（n，m）の同定は既知のものがあれ

ギーで一種の平衡状態（Te＝Ta）を作ると考えられる。

ば，そこから芋蔓式に同定できる。これらは圧力下の発

このエネルギーで発光が起きると考えられる。これは物

光の実験などに有効である。

質からの黒体輻射の微視的な描象と考えることができ
る6）。

共鳴ラマン分光では半導体ナノチューブと金属ナノチ
ューブの両方の同定が可能である。Fig. 3（b）は縦軸に

また E11 の特異点のところから，光学フォノン吸収

共鳴する入射光エネルギー，横軸に radial breathing mode

によって励起することのできるエネルギーの状態は，逆

（RBM）と呼ばれるナノチューブの直径が振動するモー

にそのエネルギーから光学フォノンを出すことによって

ドの周波数をとって，共鳴ラマンスペクトルを 3 次元的

E11 に一発で落ちることができる。したがって，この

に表したものである。RBM の周波数は，直径 dt［nm］

エネルギーで電子を励起すると発光の強度が比較的大き

に反比例（248／dt cm−1）することが知られているので，

くなる。これはフォノンが媒介した発光（phonon assisted

ラマンスペクトルからおおよその直径の値が，また fam-

photoluminescence）として理解することができる（詳細

ily pattern から，螺旋度が推定できるので（n，m）の値

は文献 7）を参照）。

が同定できる。このプロットを作るために，可視光の領

電子正孔対の緩和の現象を，励起子のフォノンによる

域をカバーする波長可変のレーザーが必要である。また

緩和に置き換える作業が必要である。この研究は現在進

全エネルギー領域において弾性散乱のレイリ─光を除く

行中である。1 次元励起子はその束縛エネルギーが非常

ための装置が必要である。共同研究者であるブラジルの

に大きいことが知られているが，ナノチューブは円筒構

UFMG（ミナスジェライス大学）の M. A. Pimenta 教授

造を反映して軸方向に 10 nm ぐらいの波動関数の広が

と A. Jorio 助教授のグループはこの装置を組み立て，ナ

りがあることが計算でわかっている。この広がりは，k

ノチューブの共鳴ラマン分光で世界をリードしている。

空間では比較的小さな『広がり』になることから，励起
子の発光の描象と電子正孔対の描象となめらかにつなが

6．フォノンを媒介する発光

ると著者らは考えている。

Fig. 3（a）で は，そ れ ぞ れ の（n，m）に 対 し，E22

7．ラマン散乱と発光の強度

のファンホーブ特異点のエネルギーで強い吸収が起き，
E11 のファンホーブ特異点のエネルギーで強い発光が

ラマン散乱と発光の強度は，吸収，緩和，発光の 3 つ

起きて発光スペクトルのピークを作る。E22 と E11 は

のプロセスが直列につながった高次のプロセスになる。

異るエネルギーサブバンドに属するので，光によって励

発光においては E22 での誘導吸収，E22 からの電子

起された電子（または正 孔，励 起子）は，E22 のエネ

光子相互作用，E11 自然放出の行列を計算し，その積

ルギーサブバンドから E11 のエネルギーサブバンドへ

で発光強度が（n，m）の関数として与えられる。緩和

フォノンを出して緩和する。フォノンを出して緩和する

に関しては，E22 から E11 の緩和のすべての経路に関

時間（〜1 ps）は，光子を出して緩和する時間（〜1 ns）

して，緩和時間を計算すべきであるが，フォノン吸収も

に比べて 1,000 倍ぐらい速い。したがって，電子の始状

あり可能な経路の数は膨大である。我々は，E22 から

態と終状態の運動量（波数）とエネルギー保存を満すフ

の脱出時間が緩和の時間を決めると考えた。すべての緩

ォノンモードがある場合には電子格子相互作用によるサ

和のプロセスは E22 から始まるわけであり，ひとたび

ブバンド間緩和が起きる。

E22 から脱出できれば，いろいろなフォノン緩和の過

著者らは，電子状態，フォノン状態，さらに電子格子

程が考えられるので途中の部分では律速にはならないと
判断したからである8）。

相互作用を系統的に計算することによって，どのフォノ
ンの緩和がおこりやすいかということを求めた4）。まず

光の吸収と放出の相互作用は双極子近似＜c｜∇｜υ ＞で

ナノチューブの立体構造を構造最適化し，ナノチューブ

求める。フォノンの吸収と放出の電子格子相互作用は変

の電子状態やフォノン状態を，ナノチューブの曲率を考

形ポテンシャル＜c｜∇ V｜c＞を計算すればよい。ここで

慮した拡張されたタイトバインデイング法で計算した。

c，v は伝導帯，価電子帯の波動関数を表し， ∇ V は，

方法については文献 5）を参照いただきたい。

原子ポテンシャル V の格子変形に伴う変化（変形ポテ

励起された電子が，発光を起こす E11 の付近まで緩

ンシャル）である。k の関数として計算すると，双極子

和すると，緩和の始状態と終状態の間で運動量とエネル

相互作用の値は吸収の起きるブリルアン領域の K 点（六

ギー保存を満すフォノンモードが少なくなるので，緩和

角形の頂点）のまわりで大きな異方性を示す。この異方

の時間（Te）が増える。一方フォノンの吸収にかかる時

性は波動関数の特殊性によるものである8）。光吸収は，

間（Ta）は短くなるので，温度に依存した，あるエネル

電子状態の等エネルギー面上で起きるわけであるが，強
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い異方性のため光の分極方向に依存した，等エネルギー

極間を 1 つの量子ドットとして見ることができるよう

面上のある k 点で光吸収が起きない結果を得た。この

な，きれいなクーロンダイヤモンドを観測できる。その

理論的な予想は特殊な方法で実験的にも観察した9）。

クーロンダイアモンドの境界付近に，境界に平行な微細

一方電子格子相互作用も，フォノンの対称性によって

なスペクトルが確認でき，そこでは電流が流れる。これ

K 点のまわりで異方的なものと等方的なものがある。ま

もフォノンを介在したスペクトルであると理解されてい

た，フォノンによる散乱は，K 点の等エネルギー面内で

る10）。

散乱する谷内散乱と，K 点と等価な K’点の 2 つの等エ

一方動作速度をあげるために，Vsd を 1 V 程度まであ

ネルギー面間で散乱する谷間散乱があり，それぞれ Γ

げると光学フォノンによる谷間散乱によって，位相緩和

点，K 点のフォノンモードが散乱に関わる。また電子の

長が 20 nm ぐらいまで短くなることが知られている。

1 次元のエネルギーバンドで，群速度の向きを変えない

これは実験のみならず，上記の電子格子相互作用の計算

前方散乱と向きを変える後方散乱がある。グラファイト

からも直接求めることができる。またこの位相緩和長は，

のフォノンモードは 3×2＝6 個あるので，電子格子相互

電子のエネルギーに強く依存して，ファンホーブ特異性

作用を考えるときには 1 つの始状態に対し 6×2×2＝24

のエネルギーのところで大きな変化があらわれることが

個の終状態があり，それぞれについて相互作用を計算す

わかった4，11）。

れば良い。計算結果は，複雑なので詳細は文献に譲る4）。

9．表面局在状態

このようにして得られた主な結果だけをまとめると，
（1）発光もラマン強度もナノチューブの直径が大きくな

グラファイトのジグザグ端と呼ばれる結晶のはじで

ると減少する。（2）発光強度の螺旋度依存性は主に緩和

は，フェルミエネルギーでパイ電子状態が局在すること

の機構によっていて，アームチェア型の螺旋度（カイラ

が知られている。この局在状態は，A， B の 2 つの等価

ル角が 30 度に近い）ものがジグザグ型の螺旋度（カイ

なサイトの片方だけに波動関数の振幅を持ち，振幅が端

ラル角が 0 度に近い）より大きい。（3）ラマン分光の強

から指数関数的に減少する。金属ジグザグナノチューブ

度の螺旋度依存性は，RBM（radial breathing mode）はジ

（3 n，0）の両端も酸化によって，開放端にすれば局在
状態が存在する。

グザグ型の螺旋度の方が比較的に大きい。G-band のフ
ォノンの場合には，ナノチューブでは G＋と G−の 2 つ

この局在状態のあらわれ方は不思議である。金属ジグ

のピークに分裂するが，G＋は螺旋度依存性はなく，

ザグナノチューブの場合，円筒面の曲率によってエネル

G−は RBM と同じ螺旋度依存性がある。いずれも，双

ギーギャップが meV 程度の大きさで開く。このギャッ

極子相互作用や電子格子相互作用の k 空間の異方性か

プの大きさは，磁場をかけることによって単調に小さく

ら得られるものである。

なり 0 になる。さらに磁場を大きくすると，再びギャッ

ラマン分光や発光分光の相対強度を計算で得ることが

プが開きその中央に局在状態が発生する。この局在状態

できるので，実験の相対強度と比較することで，ナノチ

の局在長が磁場の大きさで急激に減少するので，磁場に

ューブ試料中の（n，m）の数分布を評価することがで

よる電気伝導の大きな変化（磁場スイッチング）をする

きるようになった。

ことが可能である12）。

と

め

8．輸送現象における電子格子相互作用

10．ま

電子格子相互作用は，輸送現象でも位相緩和長と密接

ナノチューブの量子現象は，ナノチューブの物性を理

に関係がある。ナノチューブ電界効果トランジスターを

解する上で必須のものであり，実験との検証が可能にな

極低温（10 mK）で動作させる場合には，ソースとドレ

ってきた今，非常に高い精度で比較することができる。

イン間の電圧 Vsd を小さく（10 mV 程度）することに

特にラマン分光，発光分光はナノチューブの存在比を評

より，音響フォノンが散乱する確率を十分小さくするこ

価するのに標準的な方法となっているので，今後ますま

とができる。この場合，位相緩和長は 1 ミクロンより大

す，定量的な評価を理論実験で進めていくことが必要で

きくなり，ナノチューブの端から端までエネルギーを失

ある。

わずに移動することができる。
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